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22日発売（Amazonのみ／他書店3月1日） フィードバックが人と組織を成長させる！　電子版先行発売！　

4334953603
¥1600

三村真宗
フィードバックなくして成長なし！　従来の概念⸺上司が部下の悪いところを指摘し、改善を促す―
―から脱却し、フィードバックを企業の成長戦略と位置づけた画期的な書。「上司から部下、部下から
上司、同僚や部門同士」「ネガティブなことだけでなくポジティブなことも」「耳の痛い言葉を受け止める
力を培う」。GPTW主宰「働きがいのある会社」ランキングで、史上初の6年連続1位を獲得した企業
が実践する珠玉のノウハウを惜しみなく公開！

みんなのフィードバック大全

22日発売（紙と同日） 日本ミステリー文学大賞新人賞受賞！　選考委員満場一致の圧倒的ノワール

4334915116
¥1700

柴田祐紀
選考委員満場一致！　第26回日本ミステリー文学大賞新人賞に輝く、圧倒的ノワール⸺容姿端麗、
頭脳明晰のカリスマ極道・柴崎純也は、マネーロンダリング専用の投資コンサルティング会社「60％」
を立ち上げる。従来の反社会組織とは違う不思議なコミュニティを形成し強い絆で勢力を拡大していく中、
「60％」の存在意義に変化が訪れる……やがて来る絶体絶命の破滅。信ずるべきは誰なのか。ハミ
ダシ者たちの苦悩の選択が始まる。

60％

15日発売（紙と同日） 一般社団法人による“中抜き”、不透明な五輪予算。収めた税金は何に使われるのか

4334046495
¥860

高橋祐貴
67兆円。過去最高額を記録した2021年度の税収だ。近年は右肩上がりで、同時に私たちの租税負
担率も上がる。では、その税金は無駄なく使われているのか。素朴な疑問から取材を始めると、そこに
は愕然とする現実があった。一般社団法人による“中抜き”、野ざらしの巨額基金、政府も内訳不明な
五輪経費⸺。増税の前にもっと見直すべきことがある。粘り強い取材で明らかになったその杜撰な実
態を、気鋭の新聞記者が克明に記す。

ブラックボックスを暴く
追跡　税金のゆくえ



14日発売（紙と同日）

14日発売（紙と同日）

門前典之

アルバート゠ラズロ・バラバシ／江口泰子［訳］

一級建築士で探偵の蜘蛛手啓司は、相棒の宮村達也からある事件の記録を渡される。名門大学演
劇部の劇団員たちが、夏合宿中、一夜にして首なし白骨死体と化した衝撃的な事件。その詳細な記録
が、連続窃盗犯の所持品から見つかったのだ。犯人と目された人物の死体も発見され、事件は一応
の決着を見ていたのだが⸺。本格界の鬼才が剛腕から放つ前代未聞のトリック！

似た業績でも功績を認められる人とそうでない人がいるのはなぜ？　最終学歴の差はのちの年収にどう
関係する？　どうして最初の発明者は見過ごされがちなのか？　世界が注目する理論物理学者バラバ
シが、ノーベル賞、現代アート、スポーツ、ヒットチャート、資金調達などあらゆる分野の膨大なデータと
最先端の分析システムを駆使し「業績（パフォーマンス）」と「成功」の関連を解明。成功者に共通して見
られる5つの法則を明かす。（『ザ・フォーミュラ～科学が解き明かした「成功の普遍的法則」～』改題）

断崖絶壁の館に並んだ首なし白骨死体。「まさか！」のつるべ打ちに驚愕必至！

あらゆる分野を網羅する成功法則が科学の力で明らかに！

4334794831
¥800

4334770665
¥1120

友が消えた夏

433495362X
¥1400

22日発売（紙と同日）

瀧知子
子どもが本当に料理を楽しむための本が欲しい！　そんな思いを叶えるため、子を持つ親たちがチームとな
ってリアルな声をもとに作ったレシピ本。プロセス写真は大きくたっぷり。手に入れやすい食材、作りやすい
手順で人気のメニューが勢揃い。かわいいキャラクターの解説も楽しく、“子どもひとりで本を見て作る”が
できるようになります。自費出版で発売し3000部を売り上げた人気レシピ本に新メニューを加えた決定版。

子どもにも、料理初心者にもぴったりな“見ればわかる”超簡単＆安全レシピ本

決定版　今日からぼくがクッキング

ネットワーク科学が解明した成功者の法則

世界一!?親切かもしれないレシピ本

22日発売（紙と同日）

深町秋生
椎名留美は元警官。山形市に娘と二人で暮らし、探偵業を営んでいる。便利屋のような依頼も断らな
い。ある日、風俗の送迎ドライバーの仕事を通じて知り合った女から、息子の捜索を依頼される。行方
がわからないらしい。遺留品を調べた留美は一人の女に辿り着く。地域に密着した慈善活動で知名度
を上げたその女は、市議会への進出も噂されている。彼女が人捜しの手がかりを握っているのか。タフ
なシングルマザー探偵の活躍、再び！

元刑事で私立探偵。シングルマザー。危険な依頼も断らない。今度の依頼は人捜し

探偵は田園をゆく

4334915124
¥1600

終わらない探偵物語



「結婚してたって関係ない。離婚してもらうだけだ。大貴は俺のものだよ」本当に好きな大貴
と一歩先に進む覚悟はできたものの、自分から誘う勇気はまだ持てないでいる遼介。そんな
中、“親友”倉屋を大貴が新居に急に連れてくることに……。大貴の様子に違和感はあるもの
の、エリート同士のお仕事トークを聞きながら遼介も、自分の将来を考え始める。だが、大貴
が席を外したとたん、倉屋の態度が急変して⸺!?

【インテリ幹部ヤクザ・各務×美形の殺し屋・流夏のミステリBL シリーズ！／ Renta! 殿堂入
り『華闇の褥』の粧妃先生最新作】上流階級の闇に潜む悪事……。正義の裁きを下せるのは

「美しき死神」ただ一人！　心臓移植を控えた兄・健と健康な弟・勇太。流夏が加藤夫妻に、
ちびっこ二人まとめての保護が必要と説明した理由とは……。同姓同名の沖田弁護士の事
故死は⸺じつは大谷組のしわざだった!?

「ソウさんは、俺のその後の生き方を教えてくれた神様なんですよ！」職場の後輩・正嗣に、自
撮り動画を投稿していたソウであることがバレてしまい動揺する市役所職員・荘司。正嗣から

「なので、絶対に人には言いません！」と固く約束されて安心するが、高校時代に全削除した
はずの動画のコピーがまだネット上に残っていることを知る。一気に不安になる荘司だった
が、改めて削除の手配をしてくれた正嗣と距離が縮まりはじめて……!?

オメガの俺が、政略結婚 !? 6　
アルファの旦那様と、あまあま新婚生活中！　市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

暗殺者ロシアンブルー Vol. 7
生命に至る者 5　粧妃［漫画］／葉月［原作］

それが愛なのだ。  2
鹿嶋イソベ［漫画］／蒼衣梅［原作］

¥200

¥200

¥200

¥200

コミック

コミック

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル

2月3日
Renta! のみ

他書店3/3発売

2月3日
Renta! のみ

他書店3/3発売

2月3日
Renta! のみ

他書店3/3発売

2月3日
Renta! のみ

他書店3/3発売

オリジナル

仕事は楽勝、配達先で女ともヤレて……のはずが、試験を受けて代用の郵便配達人になって
みるとむちゃくちゃキツい。正職員の連中はひどい雨の日や配達量が多い日には欠勤しちま
うし、ボスは意地悪だ。それでも働き、飲んだくれ、女性と過ごす、そんな無頼生活を赤裸々
に描いた自伝的長篇。

航空自衛隊航空中央音楽隊の鳴瀬佳音の同期で、テナーサックス奏者の吉川美樹は、最近
あることで悩んでいた。それは陸上自衛隊に勤める夫・隆太に関すること。自分でも満足のい
く、手の込んだカレーを作ったというのに、隆太のテンションはなぜか下がり気味。ひょっとし
て手料理がまずいのではないかと自信をなくし、後輩の長澤真弓、土肥諒子に相談をするけ
れど……!?

「…こんなはずじゃなかった…っ。お前を巻き込むつもりなんて…俺は⸺」ヒートを起こした
新月の夜、ミタマの狩りに同行した操は、K 舞伎町で見かけた同級生の変わり果てた姿に驚
愕！　危ういところをミタマに助けられ、神様の任務の意義を詳しく教えてもらう。依り代の意
義を実感した操だったが……!?　神様の化身×サラリーマンのFTオメガバース★

郵便局
チャールズ・ブコウスキー／都甲幸治［訳］

碧空のカノン 16　航空自衛隊航空中央音楽隊ノート 【特典ペーパー付】

田伊りょうき［漫画］／福田和代［原作］

神様のしっぽ 6　
一宮思帆［漫画］／二久アカミ［原作］

2月3日

2月3日

古典新訳文庫

コミック

4334754724

¥950

¥200



グラドル・東雲うみとホテルで愛を重ねる、割り切りなナイショの会合……。100cmバスト＆
ヒップの大迫力ボディがシティホテルの一室でたわわに揺れる！　二人きりの密室空間で自
分だけに見せる、妖艶に誘う表情から、等身大のリラックスした表情まで完全網羅。「着衣か
らのピンク下着」「フェチ感溢れる女王様スタイル」「すりガラス越しの大胆ヌーディ」「スケスケ
入浴シーン」と、4シチュエーションで魅了する97ページ！

FLASHデジタル写真集　東雲うみ　密会
東雲うみ／野澤亘伸［撮影］

時は幕末の天保十年。丹波篠山藩青山家の馬役を務める小柴陽太郎は剣術の稽古に余念
がない。謎の過去を持つ父は訳あって藩士を辞めて町道場を開いており、母は貧しさゆえか
妹を連れて家を出ていった。下士として耐えていた人生が、藩の剣術試合に出場したところ
から急展開し始める。その先に陽太郎を待っていた劇的な運命とは⸺。鬼役の坂岡真が描
いた震えるもうひとつの代表作。

さまざまな人生の交差する吉原で二十年、按摩稼業で身を立てていた孫市が殺害された。吉
原会所の裏同心神守幹次郎らは現場に残された手がかりから調べを進めるが、下手人は杳
として知れなかった。やがて孫市の不遇な生い立ちと叶わなかった哀しき夢が知れるとき、つ
いに事件の全貌が明らかになる。そして下手人を追いつめる幹次郎に、卑劣な刃が向けられ
る⸺！

吉原会所の頭取四郎兵衛の傷がようやく癒えた折り、またも吉原が脅威にさらされた。裏同
心神守幹次郎は、いまだ復調ならぬ四郎兵衛に伴って、吉原の秘された過去を記す「遺文」
があるとされる鎌倉へ向かう。そこで彼らを待ち受けていたのは、過去最強の刺客たちとの
戦いと、吉原存続をかけて守るべき重大な真実だった。鎌倉を舞台に、御免色里の運命が決
する。

一
い ち

分
ぶ ん

坂岡真

夢幻　決定版
吉原裏同心（22）　佐伯泰英

遺文　決定版
吉原裏同心（21）　佐伯泰英

2月14日

4334794904

¥700

光文社文庫

同日発売

ミスマガジン2021審査員特別賞の内藤花恋、初めてのFLASHデジタル写真集。初恋の人と
の故郷での再会をテーマに、ノスタルジックなシチュエーションで洋服、花柄ビキニ、黒のビキ
ニを披露し、ピュアなボディを見せる。「将来の夢は朝ドラ女優」と、夢は大きい内藤の、原点
となる撮りおろしを収めた一冊になる。

FLASHデジタル写真集　内藤花恋　ずっと君を
内藤花恋／カノウリョウマ［撮影］

「閃の初めてをちょうだい…クリスマスに」専属モデル・リアーナの妨害に負けず、寛哉の一族
ブランドのファッションショー出演を無事に乗り切ることができた閃。そして寛哉と夏にした約
束のクリスマスがいよいよ近づいてきて…!?　いちゃいちゃラブラブ、なのにちょっぴりもどか
しい二人が、ついに迎える極上キュンなフィナーレをご覧あれ⸺!!

すべては音が知っている 12
御萩もち［漫画］／十月凪［［原作］

2月7日

2月7日

2月14日

2月14日

4334794645

4334794653

¥1500

¥1300

¥700

¥700

FLASH 写真集

FLASH 写真集

光文社文庫

光文社文庫

オリジナル

オリジナル

同日発売

同日発売

¥200

コミック

オリジナル

2月3日
Renta! のみ

他書店3/3発売



不二宮市職員の矢代は、開催が迫った来常湖トライアスロン大会の準備に奔走していた。そ
んななか水質異常に気づいた同僚が検体を取りにいくと言い残して失踪し、キャンプにきて
いたカップルも荷物を残して姿を消す。海洋生物学者の渋川まりは、この湖にオオメジロザメ
がいるというが、これはサメの仕業なのか……？　映画顔負けの迫力に圧倒される本格サメ
小説 !!

バー〈森へ抜ける道〉の近くで久しぶりの宝石窃盗事件が発生。工藤と山内に不審の目が注
がれるなか、酔いどれ推理談義が始まった。例によって散々遠回りしながらもたどり着いた容
疑者には“アリバイ崩しの東子”最後の事件にふさわしい鉄壁のアリバイが。そしてヤクドシト
リオに隠された仰天必至の秘密とは？　笑えて泣ける好評バー・ミステリついに完結！

ブルシャーク
雪富千晶紀

三つのアリバイ
女子大生桜川東子の推理　鯨統一郎

2月14日

2月14日

2月14日

2月14日

2月14日

4334794920

4334794939

4334794947

4334794955

433479498X

¥700

¥750

¥750

¥650

¥650

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

泉岳寺門前町の桶屋、丸打屋の庭に幽霊が出るという噂が流れる。丸打屋の夫婦は外の者
らを敷地に入れようとせず、様子がおかしい。それと前後して、百年前のお宝のあり処が記さ
れた古文書が近辺で見つかったという。木戸番杢之助は二つの話につながりがあるのではと
疑い探り始めるが、桶屋の騒動は思いもよらぬ方向に動く。杢之助の執念の影始末や、いか
に。

幽霊のお宝
新・木戸番影始末（五）　喜安幸夫

ここは仙台のバー。坂本には酒と一緒に飲み干したい一つの疑問があった。バーテンダーの
安藤がその思いに気づき問いかけると、中学時代の女友達が一年前にかけてきた電話から始
まる一件について語り出した。夫が亡くなり、コレクションのウイスキーを売りたい、と彼女は
言うのだが……。（「何故、フォア・ローゼズの天使の分け前がなくなったのか？」）　話を聞い
た安藤が解き明かす真相とは！

なぜ、そのウイスキーが謎を招いたのか
三沢陽一

札幌の街中でナンパされ、誘拐された久美子の「目の前」で、誘拐犯である浩平が殺された。
その犯人も見つからないうちに、久美子の父親が殺されるという第二の事件が起きてしまう。
旅行に来て、事件に関わった弁護士・山崎千鶴は、当事者たちに話を聞いていくのだが⸺。
関係者たちが自身の言葉で事件をノートに記す、という形で進む、驚愕の本格ミステリ！

スノーバウンド＠札幌連続殺人
平石貴樹

脳梗塞で倒れた老作家の昇治のもとに届いた一通の手紙。宛名を見た彼は衝撃を受ける。
村田さゆり⸺彼女は50年前、戦時下で昌治と結婚の約束をした相手だった。元妻の明日
香の助けを借りて京都へと向かった彼の前に、待っていたのは二人を引き裂いたあの日の真
実、そして希望を与えた一枚の絵だった……。京都を舞台にすれ違う愛と鎮魂を描いた感動
作！

レオナール・フジタのお守り
大石直紀

2月14日

4334794912

¥700

光文社文庫

同日発売



これまで数多くの一般向け統計本が出版され、人気を博してきた。だがその多くは「こんなデ
タラメな統計や調査がありますので、気をつけましょう」といったメッセージを発するものだっ
た。肝心なのは「データのウソ」を暴くことではない。データの作成や分析を特定のやり方で
行うこと、提示されたデータや分析を読み解く際の限界と意味を、その都度丁寧に考えること
にある⸺。現代社会で欠かせない「数字との付き合い方」を示す。

友情とは、互いが友情を認め合うことで成立する関係である。ならば、互いが友情をどのよう
に定義しているかによって、その関係性はまったく異なるものになる。いま、友情という関係性
の多様さを知ることが、人生をいくらか豊かにしてくれるのではないか。アリストテレス、カン
ト、ニーチェ、ヴェイユ、ボーヴォワール、フーコー、マッキンタイア⸺漫画が描く「友情」の
あり方までも参照しながら、哲学者7人の友情観を探る。

数字のセンスを磨く
データの読み方・活かし方　筒井淳也

友情を哲学する
七人の哲学者たちの友情観　戸谷洋志

2月15日

2月15日

2月17日

4334046509

4334046517

¥900

¥1260

¥1000

光文社新書

光文社新書

FLASH 写真集日本最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2022」の「TIFアイドル総選挙2022」で
は初代1位に輝くなど、アイドル界を破竹の勢いで駆け上がる#ババババンビから、超絶スタ
イルが最高に魅力的な池田メルダが新感覚デジタル写真集に登場！　雨の渋谷の街、ルーム
メイトと暮らす部屋、そして高層シティホテルを舞台に繰り広げられる秘密の三角関係。吉沢
朱音の特別出演も実現！

Platinum FLASHデジタル写真集　池田メルダ　TRIANGLE LOVE －メルダの場合
池田メルダ／前田立［撮影］

東大に集まる日本一の俊英たち。その大半は、全国の名門進学校出身だ。とはいえ、そんな
名門校の地位も不動ではない。幾度も繰り返される凋落と躍進を辿ると、戦後日本の教育制
度と社会構造が浮き彫りになる⸺。本書には、新制東京大学の入試が開始されて以降の合
格者数ランキングをすべて掲載。年度ごとはもちろん、テーマ別にもさまざまな順位表を作成
した。膨大な資料と精緻な分析で、東大受験の来し方行く末を見通す。

改訂版　東大合格高校盛衰史
1949年～最新ランキング徹底解剖　小林哲夫

日本最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2022」の「TIFアイドル総選挙2022」で
は初代1位に輝くなど、アイドル界を破竹の勢いで駆け上がる#ババババンビから、クールビュ
ーティーなルックスがイカす吉沢朱色が新感覚デジタル写真集に登場！　雨の渋谷の街、ル
ームメイトと暮らす部屋、そして高層シティホテルを舞台に繰り広げられる秘密の三角関係。
池田メルダの特別出演も実現！

Platinum FLASHデジタル写真集　吉沢朱音　TRIANGLE LOVE －朱音の場合
吉沢朱音／カノウリョウマ［撮影］

2月17日

¥1000

FLASH 写真集

オリジナル

公事宿『巴屋』の出入物吟味人・日暮左近は、倒れていた少女を救う。秩父から出てきた少女
の代わりに父親捜しをすることになった左近は、江戸を騒がす押し込み強盗の企みに気づく。
阻止に動いた左近だったが、命を狙われ窮地に陥る。左近の危機に懇意の秩父忍びたちも
合流し、忍び同士の未曾有の闘いが始まった⸺。ド迫力剣戟溢れるシリーズ第十五弾。

決闘・柳森稲荷
日暮左近事件帖　藤井邦夫

2月15日

4334795005

4334046487

¥600

¥900

光文社文庫

光文社新書

同日発売

同日発売

オリジナル

2月14日

同日発売

同日発売



十月の日曜の朝、横浜 ･ 日吉に住む千弦は昨夜近くの小道で女性が刺殺されたことを知る。
しかもそれは昨夜「相談したいことがある」とのみLINEを送ってきた幼なじみの玲奈だった。
相談は事件に関わるものだったのか⸺悩んだ千弦は真相をさぐろうと決意する。未来と仲
間の見えない時代に凄絶な孤独が引き起こした悲劇の結末とは⸺。

彼女はひとり闇の中
天祢涼

事故で洞窟に閉じ込められてしまった男女7人。闇に包まれ酸素が薄まり全員が朦朧とする
なか、何者かが過去に犯した殺人の告白を始めた……。間一髪、奇跡的に全員が無事救助
されたが、あの告白が誰のものなのかは謎のままだった。やがて、命拾いした7人のうち、若く
にぎやかだった女性が刺し殺され、その直後、やはり生還した会社員がひき逃げに遭い命を
落とす。片山兄妹はホームズと連鎖する事件の真相に迫る。シリーズ第55弾！

三毛猫ホームズと炎の天使
赤川次郎

2月22日

2月22日

2月22日

2月22日

433407751X

4334915140

4334915159

4334953654

¥960

¥1700

¥1600

¥1710

カッパ・ノベルス

四六判文芸書

四六判文芸書

ノンフィクション

丘の上の小さなピッツェリア。閉店間際に飛び込んできた男性客が、マルゲリータを食べた途
端、絶命した。ピザに毒が入っていたのか？　今夜はオーナー不在、店のスタッフは4人……
ということは、犯人はこの中にいる!?　離れて暮らす娘を持つ仁志、なぜか仁志に敵意を見
せる女子大生・映里、天真爛漫を装う小悪魔・久美、実はピザが嫌いな伸也。誰もが秘密を抱
えていて、誰もが怪しい⸺。仕掛け満載のワンナイト・パズラー！

クワトロ・フォルマッジ
青柳碧人

長崎の中学校で仲良くなった同級生のすぐりと気持ちがすれ違ったまま、親の仕事の関係で
ニューヨークに移住し、高校生となった一

いち

葦
い

。激動する社会で悩み、恐れ、ふさぎ込みそうに
なる。そんな彼を救ってくれたのは、NYの高校でオ

ナ ー ズ

タク友達と一緒に始めた“アカペラコーラ
ス”だった。障害にぶつかりながらも、彼らの歌声は海を越えて、遠い長崎のみならず世界と
も繋がっていく⸺。

遠い空の下、僕らはおそるおそる声を出す
野中ともそ

2月21日

2月22日

4334915167

4334915132

¥1800

¥1700

四六判文芸書

四六判文芸書

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

行き場のない母子を守る「のばらのいえ」は、志道さんと実奈子さんが、「かわいそうな子ど
もを救いたい」と理想を掲げ営む家。そこで育った祐希は、未来のない現実から高校卒業と
同時に逃げ出した。十年後のある日、志道さんが突然迎えに来る。しらゆきちゃん、べにばら
ちゃんと呼ばれ、幼少の頃から一心同体だった紘果を置いてきたことをずっと後悔してきた祐
希は、二度と帰らないと出てきた「のばらのいえ」に戻る決意をするが。

煤だらけの壁、テレビも冷蔵庫も電話もない、インスタ映えとは無縁の料理⸺そんなもの
が、なぜ人を魅了するのか？　これからの観光の最重要ワードであり、廃村・空き家問題の救
世主となりうる「アルベルゴ・ディフーゾ（分散型の宿）」。その哲学と実践を、イタリアと日本
での豊富な取材を基に、徹底的に掘り下げる。

白ゆき紅ばら　
寺地はるな

世界中から人が押し寄せる小さな村　
新時代の観光の哲学　島村菜津



必ずやってくるお別れのときに、笑っていられるように。介護をする前、される前に知っておき
たい認知症の世界。「認知症のケアで大事なことは、症状そのものではなく、その方の人生に
耳を傾けること」⸺ケアをする、ケアをされる。その素晴らしさと尊さ。ベストセラー『マン
ガでわかる！認知症の人が見ている世界』著者最新刊。涙なくしては読めない、あたたかな実
話エッセイ。

マルチェッロが殺人を犯したのは13歳のとき。以来、日常生活のなかでは「正常」であろうと
努め、果てはファシズム政権下のイタリアにて政治警察の一員に。人並みな結婚を目前にあ
る暗殺計画に関わることになるが、任務中に思わぬ欲望が芽生えて……。映画『暗殺の森』
原作としても知られる、20世紀最大の小説家の一人による円熟期の代表作。

YouTube に押され「テレビは終わった」と言われているが、 本当に凋落の一途をたどるの
か!?　テレビ局に27年間在籍した立場だからわかる、内部事情、問題点や外圧などのアノ裏
コノ裏をオープンに！　誰にでもわかりやすく解説していきます。【番組の病巣】【制作の闇】【人
材の裏側】【周辺の実情】【放送の壁】の5つのジャンル、45項目を解説。

さようならがくるまえに
認知症ケアの現場から　川畑智

同調者
モラヴィア／関口英子［訳］

腐ったテレビに誰がした？
「中の人」による検証と考察　鎮目博道

古典を読めば、人間がわかる。考える力がつく。世界とつながる⸺。出口治明さんの白熱講
義、ついに書籍化！　光文社古典新訳文庫の中から出口さんが『種の起源』『ソクラテスの弁
明』『地底旅行』『市民政府論』『歎異抄』の5冊をセレクトし、その楽しみ方をくまなく案内して
いただきました。思わず本が読みたくなる！　書店に行きたくなる！　ポジティブな読書論で
す。

ぼくは古典を読み続ける　
珠玉の5冊を堪能する　出口治明

2月22日

2月22日

2月24日

2月22日

2月24日

4334953611

4334953646

4334754732

4334953638

¥1400

¥1300

¥1390

¥1500

¥100

ノンフィクション

ノンフィクション

古典新訳文庫

ノンフィクション

コミック

同日発売

同日発売

同日発売

オリジナル

『猫が、しゃべった⸺!!』訳あって路上生活をしていた青年ユキは、ひょんなことから猫つき
シェアハウスで暮らすことになる。そこには個性豊かすぎる住人たちと、ユキにしか聞こえな
い声で喋るネコがいた⸺。年の瀬も押し迫るシェアハウスで独り過ごすことになったユキだ
が……。

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 11　
松ノひろし

2月24日

コミック

オリジナル

失踪した義兄・蒼太郎の代わりに、檜垣家の跡取りとして名門私立の千手學園に放り込まれ
ることに檜垣永人。転校初日、生霊がさまようと噂される寄宿舎で!?　光文社キャラクター
文庫の人気作のコミカライズ。第4話「血を吐くピアノ(1) 前後編」収録。

千手學園少年探偵團 4　
ふじい葛西［漫画］／金子ユミ［原作］

¥100



学校に来なくなった生徒の親から電話で相談を受ける武田。気持ちの整理がつくまで少しそ
っとしておきましょうと伝えるが、生徒の親からは予想だにしなかった言葉をかけられる。さ
らに、仕事帰りに迷子を見つけた武田はお母さんのもとへと無事に届けるも、その優しさは
思うように伝わらず……。恋人とも、友人とも、家族とも違う。それでも君の隣にいたい⸺。
自分たちだけの関係を模索しながら生きる人々の日々を綴った物語。

『その人間だけを特別愛している事に、名前をつける必要なんてあるんだろうか』家族でも、
恋人でもない。でも、お互いをいちばん愛している、歳の差幼なじみのえつことアラメ。口論
から一度も顔を合わせていないふたりだが、えつこのもとには出張中のアラメから大量のお
土産が送られてくるようになった。自分の気持ちを受け入れ始めたえつこは、ついにアラメに
再会し⸺？

煙たい話 13
林史也

世界にさよならのキスをして 17 【特典ペーパー付】　
日々の杏

「だからこそ他の連中に殺される前に俺が殺すんだよ」。二人一緒に隠れ家で日々を過ごすル
イスとヴィンセント。ルイスは心のまま生きることを決意し、再び思うまま着飾って歌を歌おう
とする。ヴィンセントもルイスを見守るが、足抜けしたギャングから刺客が送り込まれるであろ
う事も悟っていた。穏やかな時間が流れる裏側で、ヴィンセントを殺そうとする追手が迫る―
―。元軍人×御曹司の王道ラブロマンス。⸺最終話⸺。

ポーカーフェイスな女子高生「さつき」と、ハイテンションな火星人「メイ」のわちゃめちゃな異
星バディが誕生（地球は滅びかけてるけど）!!!　なぜ地球は廃墟に？　なぜ火星人が……？　
二人の目的は？　細かいことは置いておいて、二人の観光地めぐりは続く。第16話。

サイドオブパラダイス 7　
有栖サリ

終わるセカイの修学旅行 【分冊版】16　
studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］

¥50

¥200

2月24日

2月24日

『無理無理無理！幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジュ」
の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで除
霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第23話。

大塚コンシェルジュ 23　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

2月24日

¥100

コミック

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

オリジナル

¥200

¥150

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

啓太が運ばれた病院で啓太の祖父と母親が再会する。啓太を巡る二人のやり取りを聞くこと
になる歩。なぜ、啓太を苦しめるのか……母親の口から語られるその理由を聞いた歩は、啓
太の母と自分の父を重ねる。啓太は母親から、歩は父親から一方的で理不尽な育てられ方
をしてきた。親が持つ歪な価値観が、子どもを苦しめる……これは「呪い」だ。歩が達した結
論は、親子を和解へと導くのか⸺。

死にたがりだが腹は鳴る 11
あばたえくぼ

2月24日

¥100

コミック

オリジナル



「いいぜ、付き合ってやっても」苦手なアイツが恋人に!?　嘘から始まる恋の行方は……。人
に意見を合わせ周りから浮かないよう過ごすシンヤは、友達に促され断れずラブレターを出
すことに。返事を聞く為、約束した場所で待っていると、そこに現れたのはいつも傷だらけで
喧嘩ばかりしていると噂のヤンキー・マヒルで!?　怯えるシンヤにマヒルが話かけてきて……
しかもマヒルはシンヤが出したはずのラブレターを持っており⸺!?

αばかりの名門学園に入学後、Ωと発覚した暮田は抑制剤を過剰摂取しながらもΩを隠す
日々。薬の副作用で体調が悪い所をイケメンで人気者の犬飼先輩に助けられ、先輩の甘い良
い匂いに惹かれてしまう。それから先輩と一緒に過ごすようになり、距離が縮まったと思った
が先輩の口から出た一言が暮田に衝撃を与え……。『トラウマ持ちのカースト上位α×αにし
がみつく劣等生Ω』選択を間違い、遠回りをしつつも答えを探し求める物語。

俺の平穏な日常が金髪ヤンキーの恋人（仮）に乱されてます 5　
さり

秘匿のΩは運命を殺す 4　
ほどけた糸を結びなおして　靴川

『もみもみフィーバー～冷徹主任はR18マッサージでトロける～』第5、6話を収録した合本版！　
雀野を自宅へ呼び出すことに成功した加賀知。よこしまな気持ちは封印し、親しくなろうと策
略する加賀知だが施術中の雀野のいやらしい声に股間が反応 !?　更に、雀野の一言に加賀
知の理性が崩壊して⸺!?

『最後までシたいんです！～大嫌いなアイツの凄テクで失神 !? ～』第3、4話を収録した合本版！　
「今度は俺がする！」門倉をイかせる為に麻生が奮闘 !!　門倉のモノを口全体に含むとお尻

がだんだん熱くなり、更には中が疼き出し!?　結局イかせられないまま迎えた後日、出社し
た麻生に同僚が「男とホテル入って行ったろ？」と聞いてきて―…。

もみもみフィーバー 合本版3　
冷徹主任はR18マッサージでトロける　のの字

最後までシたいんです！ 合本版2　
大嫌いなアイツの凄テクで失神 !?　桜んぼ

サバンナ学園男子校でオトナの雄キリンを目指し覇権を競う硬派なマサと軟派なリンの二人
は、学園マドンナの先生を巡り決闘を始める。しかし熱く拳（首）を交えるネッキングの闘いは、
激しい性衝動に変換☆　チラ見え乳首に興奮したマサに激しく攻められ感じてしまうリン。若
さゆえの二人の激しい攻防は、なぜかエロい方向へエスカレート!?　若い野生キリンたちの
実録 BL 生態4コマや、単話配信限定描き下ろしペーパーも収録！

いきものBL 図鑑 3 キリン編 【特典ペーパー付】　
世界は××に満ちている　璞つぶこ［漫画］

¥200

¥350

¥350

¥200

¥200

コミック

コミック

コミック

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

言葉がノドでつっかえて上手にしゃべれない少年は、思ったことや気持ちをまわりに伝えられ
なくて、少しずつ孤立し、やがて不登校になった。そんな少年を孤独の闇から救ったのは、プ
ロ野球選手の向井信次郎。どんなブーイングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、少
年は、外の世界へと踏み出してゆく。感じること、考えること、強く信じることが、やがて誰か
の支えになり救いになる感動の物語。第23話。

2番セカンド 【分冊版】23　
小木ハム

¥100

コミック

オリジナル

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売



31歳で突然性転換してSubになった!?　ってかお前もDomってマジ!?　営業成績2年連続1
位の叉木は、1年後輩の鐘坂が苦手。成績が追い付かれそうな事もあるが、何より営業方針が
合わない！　なのに一緒に組まされる事になり……。喧嘩しつつ向かった客先が、DomSub
結帯だった事に戸惑うニュートラルの二人。鐘坂が客先で見たコマンドを真似する姿に呆れ
る叉木だったが、体が反応して⸺!?

俺たちはDom/Subじゃない！ 1　
環レン

出会ったばかりだけど『番』だから結婚します!!!!　希少種である『獣人類』のロメオは、本能
が選ぶ『番』と出会ってラブラブなカップルになるのを目標にしているモデル。とある撮影で人
間のトップモデル・竜仁と出会ったロメオは竜仁が番だと確信！　本能で求め合うがゆえにい
きなり情熱的なキスを交わした二人だったが、理想と違って竜仁は自分に好意的ではない!?　
それでも『番』の二人の結婚は確定事項で!?

10年以上温めた初恋が動き出す⸺。幼い頃、祖母の家にやって来た『全てにおいて謎の居
候のお兄さん』陽介に、淡い恋心を抱いていた理人。気持ちを伝える気はなかったのに、中学
の時に思わず勢いで陽介に告白してしまい……。陽介は返事を保留にしたまま姿を消した。
そんなに嫌だったのか。もう会う事はないと分かっていても、大学生になった今でも恋を引き
ずり拗らせ…。そんな理人の目の前にあの頃と一切変わらない陽介が現れ !?

運命なので夫×夫はじめました 1　
Loveless SEX Tiger　霧嶋珠生

死なない恋の愛し方 2　
夏目ミケ

αばかりが活躍する芸能界で、αとして成功するため奮闘する若手俳優・朱羽也は、定期健診
で自分がΩに後天してしまっていたことが発覚する。Ω性が世間にバレてしまったら…と警戒
していたが、不意の事故で自分を慕う後輩α・大翔に発情期を見られてしまう。初めての発情
期で熱く滾る身体に戸惑う朱羽也だったが、大翔の大きな手が昂る朱羽也のモノを包んでく
れて…快感でうなされるままに「ナカまで触って」とねだってしまい⸺

トップ・シークレット 3　
後天性Ω、大きな後輩αくんに迫られてます　北ヶ丘アド

¥200

¥200

¥200

¥200

コミック

コミック

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

バディBL ×特殊能力×発情セックス。刑事の辰臣は捜査の為に、物体に触れると残留思念
を読み取ることができる特殊能力を持つ“サイコメトリスト”の瑠偉と組むことになる。初対面
から「あんたのアソコ立派そうだね」とからかってくるような瑠偉だったが、彼の〈能力〉は本物
で…。犯人逮捕の局面で瑠偉の力を借りると、瑠偉は赤らんだ顔で欲情しきっていて…彼に
は過剰に能力を使うと発情してしまうという厄介な体質があって⸺!?

発情サイコメトリ 3　
くるわ亜希

¥200

コミック

オリジナル

2月24日
コミックシーモアのみ

他書店4/7発売

道路に書きつけられている記号は何を意味するんだろう？　マンホールにはなぜ絵が描いて
ある？　アライグマと人間が攻防戦を繰り広げている街があるって本当？　携帯電話の中継
塔が街路樹に擬態している理由って？　都市に生きるわたしたちが見落としがちなものに注
目して、建造物や建築にひそむ工夫や知られざる歴史をわかりやすく面白く解説。日々の散歩
から街づくりにまで活かせて、知的好奇心をそそるトピックが満載！

街角さりげないもの事典　隠れたデザインの世界を探索する
ローマン・マーズ、カート・コールステッド／小坂恵理［訳］

2月28日

4334962629

¥3610

ノンフィクション

同時期発売



『金田一少年の事件簿』など数々のヒット作で知られる天樹征丸、ドラマ化された『ホリデイラ
ブ～夫婦間恋愛～』も話題の草壁エリザがタッグを組んだ、『女性自身』連載の“ラブ×サス
ペンス”漫画。最終5巻では、主人公・神城澪が、一連の殺人事件の犯人である夫・真人に樹
海に誘い出されるも、なんとか脱出。しかし、ホッとしたのもつかの間、再び真人に捕らえら
れ⸺。珠玉の“ラブ＆クライム・サスペンス”、ここに完結！

死ぬほど愛して 5　
天樹征丸［原作］／草壁エリザ［漫画］

2月28日
LINEマンガのみ
他書店発売未定

4334808530

¥700

コミック

同日発売


